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武雄市の新型コロナウイルス対策の柱

次に備える

経済対策

感染予防

生活支援



市民生活の支援

産後うつ 対策

産後ケア

産後早期の 全戸訪問

助産師 による育児相談 臨床心理士 による相談窓口

ゲートキーパー 養成講座

コロナ禍での孤立 を防ぐ

女性 高齢者

自殺防止

地域住民のネットワークで見守り

豪雨災害を教訓に

３町 でスタート ⇒ 全町 に拡大
（９町）（R２）



密の軽減 がん検診、特定健診 個別検診 の推奨

感染防止 手指消毒薬、マスク、防護服のさらなる 備蓄

さらなる感染予防

次に備える

密から疎へ

・乳待坊キャンプ場 管理人常駐

365日テントサウナ可能

・保養村エリア キャンプ場整備など魅力化に着手

特別企画展の開催

「伝染病と闘う ～種痘と西洋医学～」
R４.１/29～２/27

先人に学ぶ

キャンプ場 の整備・魅力化

九州初



経 済

令和３年度

新幹線開業準備

福祉（高齢者、障がい者、子育て）

文化 のまちづくり

充実強化

福祉・教育

スポーツ・文化

防災・減災

基本方針



新幹線開業準備関連

20事業４億9700 万円

ハブ都市・新幹線課 を 新設

前年比 事業数 2.2 倍 予算額 19.4 倍



定住移住観 光 誘 致

にぎわい。 住みごこち。 豊かさ。

ハブ都市武雄推進ビジョン
～民間主体による官民連携～

ととのうまち武雄

武雄に集まる 武雄から拡がる 武雄で繋がる

旅でととのう

•武雄から始まる西九州の旅

•豊かな自然と魅力ある温泉宿

•市民も集うまちの広場

文化でととのう

•食のハブ都市

•地域の文化が身近に

•スポーツ施設の充実

生活でととのう

•充実の子育て・教育環境

•買物・通院に便利

•防災・減災で安心なまち

仕事でととのう

•幅広い職種を誘致

•新しい働き方の提案

•通勤圏が拡大



【イメージ】

まちのリビング

武雄温泉駅前広場

市民、観光客、学生、ビジネスマンなどみんなが集まるまちのリビング
日常も特別な日も過ごしたくなる場所に



観光 ～魅力向上に向けて～

宿泊施設 の改修を 支援
補助額 対象経費の1/3以内（上限 2,000万円）

武雄温泉駅前広場 を 整備

新幹線駅構内に観光交流センターを 整備

公園、高架下活用を具体化

沿線５市ネットワークの活動強化
福岡での合同イベント初開催

県西部市町との新たな連携構築

駅前・駅周辺

武雄温泉街

広域エリア

「つかう」から「つくる」で、誰もが使いたい空間に

（仮称）

R3年度 R4年度

広場 設計、道路・駐車場工事 広場工事

センター 設計、本体工事 内装工事

R4秋までに

オープン



移住定住

近居・同居補助金 １０万円／世帯

Uターン 促進

多拠点居住

長崎県 からの 移住促進

【知ってもらう】 【おためし】

長崎県からの

移住者に加算

多拠点居住者による講座・イベント開催を支援

【移住】

移住への３ステップ

長崎県内 で
移住フェア開催

移住体験滞在費補助

長崎県民に加算

定住特区補助金
定住支援金
近居・同居補助金



誘致

オフィス立地促進補助金
（IT関連企業、バックオフィス、コールセンター業）

設備機器取得 又は 賃借料 × 1/2 （限度額1,500万円）

オフィス賃料 × 1/2 （限度額1,500万円）※3年間

地元新規雇用等 × 50万円 （限度額2,500万円）

オフィス環境整備費補助金

整備費用 × 1/2 （限度額500万円）

事務系企業 の 誘致促進



いのしし肥料化
肥料化 → 農地へ還元

循環社会

持続可能な農業へ

武雄産 高オレイン酸大豆
商品化経費補助 ２０万円／件

新商品開発

園芸ハウス団地 整備に着手
第１弾！ 武内町西梅野地区 1.1ha

稼ぐ農業

あぜ法面芝生化 支援
除草作業の負担軽減

中山間地

県内初



新しい文化の創造

・検討委員会の設置

文化会館基礎調査 （長寿命化、耐震補強等）

文化のまちづくり構想（仮称）策定

教育委員会に 新文化会館整備準備室 を 新設

平成６年度 「市民文化の森構想」から27年

文化のまちづくり に 着手

・年内策定を目指す



やさしい福祉

75歳以上で運転免許証を持たない方へ

「市内公共交通 回数券」10,000円分 を配布

地域交通 の 大再編

循環バス
（朝日・橘・武雄線）

みんなのバス

武雄市新コミュニティバス

「ほんわカー」

～どこに住んでいても、高齢者 が気軽に出かけられるまちへ～

統合

もっと近く もっと便利に
運賃 一律200円

４/1 運行開始

運行
エリア
拡大

バス停の
数が2倍に

予約制で
待ち時間
なし

AI活用で

効率運行

さらに



やさしい福祉

「手話言語及び多様なコミュニケーション手段促進条例」の制定

・旅館、飲食店等にコミュニケーション支援ボードを設置

・市の会見に手話通訳を導入

医療費助成を 高校生 まで 拡大
通院・入院 1か月1医療機関あたり 1,000円

調剤 無 料

障がい者 支援充実

子育て 支援充実

ひとり親家庭 の養育費取り決めを 支援

公的文章作成手数料を 全額助成（上限5万円）

ペアレント・プログラム 開始

（発達障がい児 子育て支援）

県内初



災害に強いまちの創造

全ての１次避難所に 非常用電源 を 確保

電気自動車（EV）を避難所の電源に活用

避難・救命用 ボート配備（10艇）

着実な事業の推進

防災体制の 充実強化

戸別受信機 市内全域に 年度内 設置完了

プッシュ型出前講座 の開催 【 R3年度 50回 予定】

令和元年８月豪雨から２年



企画部に デジタル室 を 新設

国との連携や全庁での
デジタル活用の総合調整

デジタル化

・全小中学校 に デジタル教科書 を 導入

・一人一人の進度に合わせた

個別最適化授業 の実証研究

～すべての子ども達に学びの機会と可能性を～

・キャッシュレス 決済の普及

・住民票等の コンビニ交付 （R3.12 開始）

・子どもの貧困データの一元化 など

デジタル教育の推奨



財 源 の 確 保

ふるさと納税 約１５億円

競輪事業特別会計からの繰入 ８０００万円

市有地売却 ６０００万円

第3次行政改革プランによる財政効果（平成28年度～令和2年度）

歳入確保 10億5000万円
１９億４０００万円

歳出抑制 8億9000万円



令和３年
武雄市３月議会議案等の概要

令和３年２月２２日（記者発表資料）



【令和３年３月議会】
議案件数

〇条例議案 １０件

〇事件議案 ６件

〇予算議案（令和３年度当初）９件

〇予算議案（令和２年度補正）７件

〇報告事項 １件



【一般会計】
歳入歳出予算の総額

（対前年度比） 16億578万2千円増

（6.3 ％増）

令和３年度
武雄市 当初予算概要



令和３年度 武雄市当初予算
その他の主要事業

■窓口業務民間委託事業

■ゼロカーボン推進事業

■御船が丘小学校トイレ改修事業

■朝日公民館建設事業

■新球場建設事業



予算額 3155万1千円

全額市費

予算額 117万2千円

全額市費

低炭素化社会の実現に向け、
『武雄市ゼロカーボン実行計画』の策定を行います。

民間事業者のノウハウを活用し、多様化する行政ニーズ
に応える体制を整え、持続可能な質の高い行政サービス
の提供を図るため、市民課窓口業務を民間委託します。

■窓口業務民間委託事業

■ゼロカーボン推進事業

スター戦略基本目標⑤
「災害に強く、安心して心豊かに暮らす環境をつくる」

スター戦略基本目標⑤
「災害に強く、安心して心豊かに暮らす環境をつくる」



予算額 3億4806万5千円

市費 2506万5千円

朝日小学校北側の造成地に、地域コミュニティの
新たな拠点施設を整備します。

■朝日公民館建設事業

■御船が丘小学校トイレ改修事業 予算額 1498万2千円

全額市費

御船が丘小学校のトイレを和式から洋式に改修します。
（洋便器１６基増）

スター戦略基本目標② 「最高の子育て・教育環境をつくる」

スター戦略基本目標③
「生きがいと健康を実感できるまちをつくる」



予算額 15億2342万5千円

市費 1億4242万5千円

■新球場建設事業

白岩球場に代わる新しい球場を移転整備します。

スター戦略基本目標③ 「生きがいと健康を実感できるまちをつくる」

スター戦略基本目標④ 「人と人との交流が生まれ、心つながるまちをつくる」



特別会計及び企業会計の概要



■特別会計及び企業会計の概要

特別会計 予算総額 対前年度比

国民健康保険特別会計 59億7892.6 万円 △8720.6 万円 △1.4 ％

後期高齢者医療特別会計 6億9417.6 万円 4252.7 万円 6.5 ％

競輪事業特別会計 248億5636.4 万円 94億3012.2 万円 61.1 ％

給湯事業特別会計 1500.4 万円 △200.0 万円 △11.8 ％

新工業団地整備事業特別会計 7億7585.0 万円 1336.7 万円 1.8 ％

国道３４号用地先行取得事業特別会計 1億 230.0 万円 － 皆増

企業会計 予算総額 対前年度比

工業用水道事業会計 ２億 55.0 万円 1億3236.5 万円 194.1 ％

下水道事業会計 24億9079.6 万円 △1億1548.9 万円 △4.4 ％



令和２年度３月補正予算の概要



【一般会計】
歳入歳出予算の補正

〇補正予算額

〇補正後の予算額

※対前年同期比

１８２９.８万円

３４３億７１５７.４万円

63億960.2万円増

22.5％増



令和３年３月議会
条例議案等



■条例議案（１０件）
・武雄市手話言語の普及及び障がいの特性に応じた多様なコミュニケー
ション手段の利用の促進に関する条例
〇手話言語の普及及び障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段
の利用促進のため、条例を制定するもの

・武雄市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例
〇審査申出人に求めていた審査申出書への押印の見直しに伴うもの

・武雄市特別会計条例の一部を改正する条例
〇国道34号用地先行取得事業の開始に伴い、新たな特別会計を設置するもの

・武雄市体育施設設置条例の一部を改正する条例

〇新野球場の設置等に伴うもの



・武雄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の
一部を改正する条例
〇家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴うもの

・武雄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基
準を定める条例の一部を改正する条例
〇子ども・子育て支援法の一部改正に伴うもの

・武雄市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
〇子どもの医療費の助成対象者の範囲を拡大するもの

・武雄市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例

〇道路構造令の一部改正に伴うもの



・武雄市消防ポンプ購入基金条例を廃止する条例
〇消防ポンプ購入のための基金積立ての廃止に伴うもの

・武雄都市計画事業武雄北部土地区画整理事業施行に関する条例を廃止する条例
〇武雄北部土地区画整理事業が完了したことに伴うもの

■事件議案（６件）
・新武雄工業団地造成（１工区）工事請負契約の締結について
・新武雄工業団地造成（２工区）工事請負契約の締結について
・新武雄工業団地造成（３工区）工事請負契約の締結について
・佐賀県市町総合事務組合規約の変更に係る協議について
・市道路線の認定について
・市道路線の変更について

■報告事項（１件）
・専決処分の報告について


